＜2018 年 6 月 6 日 第 2530 回例会 No.53-44＞
2530 回例会「卓話：交換来日生ジャミー君卓話 イタリアと日本」
っています。

本日の例会＠高幡不動尊例会場
役

割

司

分

２．幹事報告：田中幹事

担

・阪口会員、及び会友の森岡様の退会が承認されました。

会：

小倉

裕美 会員

寂しいですが、お二方の今後を願いたいと思います。

開・閉会点鐘：

小島

馨

・他クラブより７月の例会案内が届いています。その他役

ソングリーダー： 熊井

会長

治孝

会員

員の変更がございましたのでお知らせします。

ロータリーソング『国家』『それでこそロータリー』斉唱

本日のゲスト

各委員会等報告

国際ロータリー第 2750 地区 地区青少年交換委員会 副委員長
益子

悦雄

・日野ボランティアセンターよりお知らせが届いています。

様

青少年交換来日生

１．ニコニコ
後述します。

ジャミー

２．社会奉仕委員会

君

東京日野ローターアクトクラブ幹事

金子

裕史

様

松浦委員長

・7 月のよさこい祭りの協賛金を募っておりますので、よ
ろしくお願いいたします。

例

会

進

行

１．会長挨拶：小島会長
今日は月初めの、今年度最終理事会がありました。本日
は私の都合があり、早目に退席させていただきます。本日
のジャミー君の卓話ですが、前回、町田で森原会員と一緒
に聞かせていただきましたが、本当に日本語が上手になっ

本日のメインプログラム
「

イ

タ

卓話講師

リ

ア

：

と

日

本

」

ジャミー 君

卓話内容（概要）

て、内容も充実して、楽しく拝見することができました。

地区青少年委員会副委員長 東京立川ロータリークラブ

他にも、ジャミー君とはドームで野球観戦をしたり、相撲

益子様

観戦で千秋楽に行ったり、色々な日本の文化と携われたの

本日お呼びいただきまして、ありがと

はとても私にとって楽しいことでした。また、「日本料理

うございます。皆様のおかげでジャミー

で一番好きなものはなに？」と聞いたとき、お寿司を選ぶ

君も日本における 10 か月を無事に過ご

のかな、と思っていたの

すことができました、帰国の日まであと数週間となりまし

ですが、一番好きなのは

た。今回、東京日野ロータリークラブに来てみて、ジャミ

かつ丼、その次はラーメ

ー君がかわいがってもらっており、地区青少年委員会とし

ンと言っていましたので、

てとても嬉しく思います。何より、今日の昼食でジャミー

本日の昼食はかつ丼にさ

君の大好物であるかつ丼を最後に用意していただいてい

せていただきました。

たことからとても良いコミュニケーションが取れている

日本では様々な思い出ができたと思いますが、イタリア

より

ことが分かります。

に帰国しても日本の経験を生かして、日本との懸け橋にな

なかなか地区青少年交換においては、ホストクラブと相

ってほしいと思います。そして、我々としても、何年か後

手との間で合う、合わないの問題があります。是非とも今

に会員を募ってジャミー君の故郷にお邪魔したいなと思

回のことは広く発信をいただきたいと思います。そうすれ

ば次年度以降も青少年交換が促進されていくのではない

他、京都、奈良、大阪、広島等へも行きました。

かと思います。ジャミーのスピーチですが、今年 10 名の
来日生が来ているのですが、何故かジャミー君はとても人

イタリアの紹介

気で、恐らく７回目の卓話になるかと思います。交換来日

①歴史…西ローマ帝国の

生はフランス、ノルウェー、イタリア、ドイツ、オランダ、

崩壊→北ヨーロッパから

タイ、インド、アメリカ、メキシコ、ブラジルからと２名

の侵略→ルネッサンス→

の男の子と８名の女の子が来ています。来日生たちは、他

イタリア戦争→リソルジ

の来日生とともに様々な活動を通し、多くの経験をして、

メントとイタリアの統一

人間的にも大きくなっています。このプログラムは毎年世

→1861 年イタリア独

界で 8000 名ほどの交換が行われ、
人と人との信頼関係、

立→第二次世界大戦後、

世界平和を担う実践的なプログラムとなっております。今
後とも当プログラムへのご支援をいただき、ジャミー君の
様な子を育てていって欲しいと思います。

議会共和国になる。
②ローマ…イタリアでの中心的な西洋文明の中心地です。
コロッセオ、ティセローネ等、レオナルド・ダヴィンチ、
ミケランジェロ等です。

ジャミー君

卓話

みなさんこんにちは。私の名前はジャ
ミー、17 歳、イタリアから来ました。
今日は自己紹介をしたいと思います。

③料理…イタリア料理はとても健康的と言われている食
事の一つで、世界中で評価されています。ピッツァ、ラ
ザニア等
④地理…イタリアは半島です。最も高い山はモンブラン、
最長の川はポー川です。

日本の生活について

⑤街…ローマは歴史のある街並みです。ヴェネチアはゴン

①食べ物…本当に日本の食べ物が大好きです。一番はトン

ドラで移動もしている夢のある町です。ミラノはショッ

カツ、ラーメンそしてお寿司です。イタリアとは料理自

ピング街です、ミラノにはドゥオーモという大聖堂もあ

体違いますが、日本の食べ物は本当においしいです。日

ります。フィレンツェは美しい都市です。多くの美術館

本では様々なレストラン、日本食だけでなく中国、韓国、

があるのも特徴です。

アメリカ食等全ておいしかったです。

⑥学校…日本とイタリアの学校は全然違います。イタリア

②学校…私は４月に来ましたが、府中の学校に通いました。

では例えば、3 歳～6 歳が幼稚園、6 歳～10 歳が小学

私自身も学校は好きで、パソコン室とか、生物実験室、

校、11 歳～14 歳が中学校、高校には 14 歳～19 歳で

カフェテリア、ジムにも通いました。

す。授業は午前に始まり、14 時には終わり、皆家に帰

③天気…日本の冬は寒かったです。私はイタリアのシチリ

り家族で昼食を食べます。授業も色々あり、体育も男女

ア島から来たのですが、温かく、雪も降りません。日本

一緒にやります。昼も 11 時から 20 分間休憩の時間が

で雪を初めてみましたが冷たかったです。

あり、何か食べることができます。

④旅行…日本ではいろいろな所に行きました。

⑦シチリア島…イタリアには二つの大きな島があります。

富士山では山小屋に泊

サルデーニャ島とシチリア島です。私はシチリア島から

まり、３時から起きて頂

来たのですが、地中海最大の島でエトナ火山もあります。

上で御来光を見て感動

⑧マフィアについて…マフィアは中国、ロシア等世界的に

しました。近辺の遊園地

います。イタリアで有名なのはコーサノストラ（意味は

にも行き、乗り物が少し

「我らの者」）です。彼らはお金をとり、薬や武器を違

怖かったです。福島県の

法で取引をします。商人からお金を取る代わりに商売の

ブリティッシュ・ヒルズ

保護をしました。弁護士を通して逮捕されています。そ

へ行きました。そこは英語で会話するところで、一緒

の有名な弁護士の言葉で「沈黙はマフィア」という言葉

に行った中学生を助けました。埼玉県川越の小江戸、

で有名です。

箱根では小田原城、大涌谷へ行きました。特に東京で
は新宿、渋谷、東京タワー、色々な遊びました。その

最後に私の夢です。私は日本に来て、色々なところに行き、

旅行が好きになりました。そして、全世界、アフリカから

夢見ていたことですが、多くの人を助ける医者になりたい

アメリカ等、を見たいと思うようになりました。これが一

です。

つ目の夢、もう一つは医者になる夢です。子どもの頃から

１年足らずの期間でしたが、当
クラブに新しい風を運んでく
れました！是非とも日本との
懸け橋に、そして夢をかなえて
ください！

ニコニコ報告
小島会長

親睦委員会より

17-18 年度最終理事会を終えることができました。理事の皆様有難うございました。ジャミーさんの日本
での経験を生かし増々の精進を期待致します。今日は早退申し訳ございません。【ニコニコスペシャル】

田中幹事

ジャミー君、我がクラブに地中海の青い海とオリーブみのるさわやかな風を運んでくださりありがとう！青
少年交換来日生を受け入れる喜びを充分に感じさせていただきました。皆さんの息子を待ちわびている御両
親に感謝です。

宮野会員

ジャミー君、１年間お疲れ様でした。今日の卓話楽しみです。なお、私事ですが、５、６月は人手不足のた
め、例会欠席がちで申し訳ありません。７月からは今まで通り出席するつもりです。よろしくお願いします。

飯作会員

６月５日行われましたプロアマチャリティーゴルフ大会（３３回目）で団体優勝させていただきました。

黒川会員

ジャミー君の明るい未来のために増々のご活躍をお祈りします。【大ニコニコ】

藤林会員

やっと元気になりました。皆さんに大変迷惑をおかけいたしました。
小島年度の６月は出席します。よろしくお願いします。

益子悦雄 様

17-18 年度 ニコニコ 合計
本日のニコニコ：

本日はジャミーの卓話を準備いただきありがとうございます。

出席報告

累計

30,000 円

687,968 円

ビジターフィー：

出席奨励委員会より

0円

累計

35,000 円
出席率

事前ＭＵ：菅原会員
日

会員総数 (出席免除数)

出席総数 (免除者出席数)

ＭＵ（出席免除 MU 数）

欠席

本日報告（6/6）

35（3）

24（2）

（事前）1（0）

9

75.53 %

前回訂正（5/30）

35（3）

16（1）

9+0

8

75.76 %

前々回訂正（5/23）

35（3）

25（3）

5+0+0

5

85.71 %

（発行人：会長：小島馨、幹事：田中くに子、公共イメージ会報委員長：西山尚之／制作：東京日野ＲＡＣ：金子）

